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☆ 第 43 回宇治川さくらまつり 4/6.7 に開催 

☆ クレームを活かして、生き残れる企業になる…産創館 

☆ 実践で学ぶ！提案営業の進め方…中小企業大学校関西校 

☆ 平成 31年度京都中小企業技術大賞…京都産業 21  

2019 年度 事業計画・収支予算を可決 
 

通常議員総会 
 

 宇治商工会議所では、平成 30 年度第 2 回通常議員総会を 3 月 27 日に開催し、

2019 年度 事業計画と、一般会計及び特別会計 3 億 9,482 万円の収支予算を可決

しました。 

 2019 年度は、宇治市が 3月に策定した新たな産業振興の方向性を示す「宇治市

産業戦略」に基づき、「(仮称)宇治市中小企業サポートセンター」を宇治市産業会

館 3 階に開設、経営課題を個々にヒアリングするモノづくり企業訪問や、市内で

の創業を促進する施策の実施など市内事業者の支援体制を強化してまいります。 

 また人手不足が顕在化している中小・小規模事業者にとって、女性、高齢者、

外国人など多様な人材の確保をはじめ、ＩＣＴなどを活用した生産性向上の取

り組みや、働き方改革の推進が不可欠な状況となっています。外国人労働者受

入れや働き方改革関連法に対応したセミナーのほか、人材募集サイトと連携し

たマッチング支援事業や宇治市会社説明会を実施し、人手不足解消に向けた支

援を行ってまいります。3 月に包括連携協定を締結した京都文教大学等とも連

携し、企業と学生の交流の機会を提供し就業を促進するマッチング支援事業に

も取り組んでまいります。 

 さらに 10 月には消費税率の引上げが予定されていることから、飲食料品を取り

扱う事業者への複数税率対応レジ等の導入支援のほか、キャッシュレスでの決済

にポイント還元される「消費者還元事業」に取り組まれる中小・小規模事業者

へ、キャッシュレス決済端末の導入支援を行います。さらに消費増税の負担軽

減策として実施予定の「プレミアム付商品券発行事業」については、多くの会

員企業でその恩恵が受けられるよう関係機関と協議を重ねてまいります。 

 5 月に元号が「令和」に改元され、新たな時代を迎えます。宇治商工会議所

では、「宇治市産業戦略」を十二分に活用し、市内事業所の課題解決と地域産

業発展のため諸事業に邁進してまいります。主な事業計画は以下の通りです。 
  

産業・地域振興対策 

◇宇治市産業戦略に基づき創設された(仮称)宇治市中小企業サポートセンターに

よる相談事業◇地域産品等の販路開拓を支援する「国内外販路拡大支援事業」の

拡充実施◇地域活性化を支援する宇治市公認ご当地キャラ｢チャチャ王国のおう

じちゃま｣の普及と利用拡大◇ご当地グルメ｢宇治茶漬け｣の普及に向けたＰＲ活

動と販売店の拡充◇大学等が取り組む将来地域を担う人材育成のために必要な教

育カリキュラムへの支援 等 
  

中小・小規模企業支援対策 

◇中小企業応援隊による各種補助金を活用した経営支援◇マル経融資の貸付斡旋

など中小・小規模企業に対する金融支援◇消費税率引上げに併せてポイント還元

制度が実施されるキャッシュレス決済端末導入の支援◇外国人労働者受入れに向

けた講演会等の実施◇創業予定者向けセミナーや創業者が集う交流会の実施 等 
 

組織強化対策・会員サービス事業 

◇第 27期役員議員選挙・選任の実施◇部会及び委員会活動の実施◇会員親睦・研

修事業の実施◇未加入企業の加入促進を図る会議所事業ＰＲの実施 等 
  

意見・要望活動 

◇商工業並びに都市基盤整備をはじめとする各種行政施策に対する意見・要望活

動◇日本商工会議所と連携し政府等に対する政策提言活動 等 
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去る 3月 20 日開催の“第

129 回日本商工会議所会

員総会”にて、永年に亘

り商工会議所運営に貢献

いただいた方の日商会頭

表彰が行われ、議員総会

冒頭で伝達されました。 
  

日本商工会議所会頭表彰 

 常議員 中島 健 氏 

 常議員 髙木健次 氏 

 常議員 森 敬夫 氏 

 議 員 角田浩史 氏 

 

また昨年の会員増強運動

の結果、会員数の増加が

顕著で組織強化に努めた

として、宇治商工会議所

が表彰されています。 

 

 

事業計画の詳細は､宇治

商工会議所 Web ページ(h

ttps://www.ujicci.or.j

p/07annai/keikaku-houk

oku.htm)をご覧くださ

い。 

 

――― 西本 浩 
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ご冥福をお祈り申し上げます 
 

小永井副会頭ご逝去 
 

 宇治商工会議所副会頭 小永井征也氏（株式会社京南 取締

役会長）が 3月 20日にご逝去されました。 

 故人は、平成元年 8月に商工会議所議員に就任されて以来、

平成 15年 6月に常議員、また建設部会長、東宇治地区委員長

や会員拡大常任委員長など重職を歴任されました。 

 平成 23年 11 月には第 24期副会頭に就任され、長年にわた

り当商工会議所の運営、地域の振興・発展にご尽力されまし

た。ここに慎んでご冥福をお祈り申し上げます。 

 宇治市国民健康保険運営

協議会会長を始め、宇治

市廃棄物減量等推進審議

会、宇治市建築審査会等

の委員を歴任。特に功績

が顕著な国保事業では、

平成30年10月 厚生大臣

表彰を受賞されました。 

ようこそ宇治商工会議所へ～ご入会ありがとうございます～ 
 

新入会員 
 

平成 30 年 12 月から平成 31 年 3 月までにご入会いただいた事業所の皆様です。（敬称略・五十音順） 

事業所名 所在地 事業内容  事業所名 所在地 事業内容 

･㈱ＩＳＫ 五ヶ庄西川原 給排水衛生設備工事  ･Ａ's tec 精華町祝園 建築塗装業 

･㈱安全農産供給センター 槇島町目川 有機農産品会員内流通  ･居酒屋 日なた 大久保町旦椋 飲食業 

･㈱ＯＨＡＮＡ 菟道荒槇 放課後ディサービス  ･北島商事 槇島町本屋敷 不動産管理 

･喫茶 みすたー 小倉町中畑 喫茶店  ･京都適塾 城陽市久世 学習塾 

･㈱隈井濾過機製作所 久御山町坊之池 濾過機製造  ･グロリアス(合) 宇治蛇塚 電気・空調設備工事 

･ＫＯＡＬＡ ＰＡＲＫ 宇治妙楽 飲食業  ･ゴールデンゲート 宇治宇文字 飲食業 

･ここまる 宇治弐番 飲食業  ･ＳＡＩＪＯ 宇治若森 ジュエリー加工 

･笹屋藤良 小倉町南堀池 和菓子製造・販売  ･さちこ鍼灸院 広野町大開 往診専門鍼灸院 

･(一社)産業安全衛生研究所 下京区鶏鉾町 コンサルタント業  ･シャッセ 大久保町平盛 カラオケ喫茶 

･十電設 五ヶ庄福角 電気・防水工事  ･June 菟道車田 服飾レンタルサービス 

･炭焼き肉と京の野菜 Nico 宇治壱番 飲食業  ･積和建設近畿㈱ 槇島町一町田 建設工事全般 

･太平洋旅行社(股)公司 台湾台中市 旅行業  ･㈲ＴＵＴＵＭＩ工務店 槇島町十一 建築型枠工事一式 

･南村工業㈱ 槇島町薗場 溶接、配管工事他  ･肉のびっくり市場タイガー 小倉町西浦 精肉販売 

･㈱林建設工業 槇島町南落合 建築業  ･ぱんくらぶ 大久保町平盛 パン製造販売 

･ひかり税理士法人 中京区竹屋町 税理士業  ･びすとろＤ 宇治妙楽 飲食業 

･ひの酒店 大久保町旦椋 酒類販売  ･ビューティーサロン彩羅 大久保町平盛 美容業 

･美容 朝日 伏見区両替町 美容業  ･美容室インナーフィールド 小倉町南堀池 美容業 

･㈱ファーボ 木幡南山 建設業  ･プランテーション石津 伏見区横大路 農産物の生産・販売 

･フローリストヤマキ 大久保町旦椋 生花販売  ･ＰＯＬＡ the beauty 宇治 宇治宇文字 エステサロン 

･Mt.SUMＩ 菟道東垣内 アウトドア用品輸入販売  ･麺ごころ 菟道藪里 飲食業 

･㈱モチベート 神明宮西 不動産賃貸業  ･レストラン平和 小倉町堀池 飲食業 

･㈱ＷＡＢＩＳＵＫＥ 宇治金井戸 鶏卵生産・卸     

2019 年度 青年部会長として 
 

青年部役員改選 
 

2019 年度、宇治商工会議所青年部では「MOVE～感動からう

まれる原動力～」をスローガンに掲げ、会員一人ひとりが情

熱を持って自分たちの地域を愛し、創意と工夫をこらして行

動することが、地域の発展に繋がると信じ活動してまいりま

す。地域の人々との交流や絆を大切にし、組織が一丸となっ

て行動を起こすことで、そこからうまれる感動が多くの会員

の原動力になる組織運営を目指します。また、地域交流や広

報活動を通して魅力的な情報を発信し、より多くの人に宇治

商工会議所青年部を知っていただきたいと思います。皆様の

より一層のご指導ご支援賜りますようお願いいたします。 

 青年部では、会員研修会

や市民公開セミナー、家

族親睦レクリエーション

などの事業を通して、自

己研鑽や交流親睦を深め

ています。新入会員も随

時募集していますのでお

気軽にお問合わせくださ

い。 

   ――― 澤本匡人 

宇治商工会議所青年部 

会長 藪 内 信 幸 
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｢宇治ラッキースクラッチＳＡＬＥ｣が大盛況！ 
 

共同販促事業 
 

 宇治商工会議所では、新たな共同販促事業として「こすって当てよう！宇治ラ

ッキースクラッチＳＡＬＥ」を 2 月 1 日から 1ヶ月間実施。この事業を活用して

自店をＰＲしようと新規入会された 10事業所を含め、宇治市内 205 店舗にご参加

いただき、95,900枚のスクラッチカードを発行しました。 

 スクラッチカードのＱＲコードや配布チラシから、参加店舗が簡単に確認でき、

お客様に店舗や取扱品を知っていただく機会につながるため、参加店舗からは「新

規のお客さんが数多く来店された」「予想以上にお客さんが来店し、カード配布

が早く終了した」との声をいただいたほか、「楽しんでカードをこすってもらい、

お客さんとのコミュニケーションが増えた」「当たった金券でお客さんがプラス

の買い物をしてくれた」などスクラッチセールの効果を評価する声もいただきま

した。ハズレ券を 3枚集めて応募すると旅行券 10 万円分やＵＳＪペアチケット等

が計 116 名に当たるダブルチャンス賞にも 5,054枚の応募があり、盛況な事業と

なりました。 

  

 

 

 

 

 

ダブルチャンス賞の抽選会 
 

自店の販売促進やＰＲの

機会として、共同販促事

業を是非ご活用くださ

い。 

――― 佐々木伸治 

(仮称)宇治市中小企業サポートセンターを創設 
 

宇治市産業戦略策定 
 

 宇治市では、概ね 10 年先の産業振興の方向性を示す「宇治市産業戦略」を 3 月

に策定されました。産業戦略では、「市内産業の進化・発展」、「交流・連携の強化」、

「新たな産業の創出」を 3 つの柱に挙げており、その支援拠点として宇治市産業

会館に「（仮称）宇治市中小企業サポートセンター」が 6月頃に創設される予定で

す。当センターは、宇治商工会議所と宇治市、関係機関が連携し、ワンストップ

で市内中小企業の経営支援を行います。企業訪問等を通じて経営課題やニーズを

聴取しながら事業者に寄り添った伴走型支援を展開します。 
 

市内産業の進化・発展“Ｕ”（Upgrade） 

 市内産業の成長を促進するため、製造業が自社製品をＰＲする展示会への合同

出展や、各種補助金の申請支援のほか、人材確保に向けた取組みとして、WEB を

活用した雇用・就労支援や合同企業説明会を開催します。 
 

交流・連携の強化“Ｊ”（Join） 

 企業間の取引拡大を図るため、市内企業・産品の情報発信のほか、包括連携協

定を締結している金融機関や大学等と連携しながら異業種交流会を実施します。 
 

新たな産業の創出“Ｉ”（Innovation） 

 事業の新たな担い手を確保するため、創業塾や起業家の出会いを提供する交流

会を開催します。新たな工業用地の確保に向けた調査・検討や、研究開発型・ベ

ンチャー企業の誘致も行います。 

  

 

「宇治市産業戦略」策定

にあたっては、有識者に

よる策定会議が組織さ

れ、当所からは中川晴雄

工業部会長に参画いただ

きました。 

 

「宇治市産業戦略」の詳

細は宇治商工会議所 Web

ページ(http://www.ujic

ci.or.jp/sangyosenryak

u.pdf)をご覧ください。 

 

――― 釜山昌之 

京都文教大学・短期大学と包括連携協定を締結 
 

産学連携 
 

宇治商工会議所では、学生の地元定着や人材育成、地域活性化を目的として、3

月 7 日に京都文教大学並びに京都文教短期大学と包括連携協定を締結しました。

大学構内にて開催された締結式には山本会頭が参加、城陽商工会議所、久御山町

商工会もそれぞれが大学・短期大学と連携協定を結びました。 

 現在、中小企業の人材不足は深刻な経営課題となっていますが、宇治商工会議

所では、今回の連携協定締結を機会として、インターンシップ受入企業の拡大や

企業見学会など地域の企業を知ってもらう交流の機会を創出、相互理解を深める

中で、効果的な就業マッチング支援を行います。 
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商工会議所の会議・団体活動 
 

3 月開催 
 

宇治川改修対策特別委員会(中村健治委員長、金丸公一副委員長) 

 3 月 6 日開催：塔の島改修工事の進捗状況や工事周知方法、塔の川におけ

る遊船対策、府立宇治公園上面整備計画、朝霧橋塗装補修及び橋脚保護工

事について協議。なお塔の島地区河川改修工事は本年７月末完了予定です。 

小倉地区委員会(森下康弘委員長、山口興治副委員長、角田浩史副委員長) 

 3 月 6日開催：平成 31年度宇治商工会議所具体的事業(案)、南部卸市場賑

わい施設設計・運営、OGUMANIA2019 開催、キャッスレス決済導入支援、働

き方改革関連法等について説明の後、情報交換を行いました。 

共済事業運営常任委員会(南村康治委員長、石川吾郎副委員長) 

 3 月 7 日開催：平成 31年度特定退職金共済制度の退職金積立金について各

保険会社への運用比率を協議しました。 

関西商工会議所女性会連合会平成 30 年度会長会議(通円道江会長) 

 3 月 11 日開催：懇談会にて各地女性会役員の皆さんとの意見交換を行った

のち、近畿経済産業局長 森 清氏による講演会「関西経済の活性化と女性

活躍推進に向けて」を拝聴しました。 

宇治地区委員会(増田 進委員長、中島 健副委員長、小西敏博副委員長) 

 3 月 11 日開催：塔の島地区河川改修工事など地区の現状や平成 31 年度税

制改正の概要、各種補助金について説明の後、情報交換を行いました。 

小規模企業振興委員会(中島 健委員長、吉田實子副委員長、吉村安広副委員長) 

 3 月 18 日開催：宇治市男女共同参画課長 東ひろみ氏とアドバイザー 村中

優子氏を招き、ワークライフバランス等についてご説明いただきました。 

  

 

 
 

 
 

小倉地区委員会 

 

 

 

 

 

 

 
 

宇治地区委員会 

 

 
 

 

 

 
小規模企業振興委員会 

宇治商工会議所で行う検定試験  
4・5 月受付分 

 

カラーコーディネーター検定試験 

 申込期間 ～４月２６日(金) 

 試 験 日 6月 16日(日) 

 受 験 料  2級 7,340 円、3級 5,250 円 

簿記検定試験 

 申込期間 ４月８日(月)～５月１７日(金) 

 試 験 日 6月 9日(日) 

 受 験 料 1級 7,710 円、2級 4,630 円、3級 2,800 円 

珠算検定試験 

 申込期間 ４月１５日(月)～５月２３日(木) 

 試 験 日 6月 23 日(日) 

 受 験 料 1級 2,300 円、2級 1,700 円、3級 1,500 円 

ビジネス実務法務検定試験 

 申込期間 ４月１６日(火)～５月１７日(金) 

 試 験 日 6月 30 日(日) 

 受 験 料 2級 6,480 円、3級 4,320 円 

ビジネスマネジャー検定試験 

 申込期間 ４月２３日(火)～５月３１日(金) 

 試 験 日 7 月 14 日(日) 

 受 験 料 6,480 円 

  

 

 

 

2019 年度の検定試験の日程

は、Web ページ（http://www.

ujicci.or.jp）をご覧くださ

い。 

カラーコーディネーター・ビ

ジネス実務法務・ビジネスマ

ネジャーの申込みは、東京商

工会議所のWebページ(http:/

/www.kentei.org/)または、検

定申込センター(TEL03-3989-

0777)になります。 

 

――― 福冨頌子 


